
　　　　　御野学区連合町内会　平成27年度事業報告

１、活動概要
　①町内会相互の情報交換・交流・親睦を図り、地域住民のふれあいの輪を広げることに
　　取り組みました。
　②各町内会からの行政に対する要望・意見などを集約して、その解決に努めました。
　③地域の活性化や明るいまちづくりなどについて研究、調査、勉強会などに努めました。
　④御野学区安全・安心ネットワークのリーダーとして、安全・安心のまちづくりに取り
　　組みました。
　⑤都市計画道路を中心とした道路整備に努めました。
　⑥学区下水道の未着工地域について、早期に実現するように努めました。
　⑦環境衛生の取り組みや花いっぱい運動を通じて、明るいまちづくりに努めました。
　⑧御野連合電子町内会の活性化に取り組みました。
　⑨多文化共生モデル町内会事業は「みのサマーフェスタ」や北公民館等と共催して実施し
　　ました。

２、執行部体制
　会長　　　　　　　　 大和田黎子
　副会長（北東部） 早原　淳人
　副会長（北西部） 中山　信夫
　副会長（南東部） 島村　邦彦
　副会長（南西部） 横田　徹
　会計 分島　眞吾
　監査 小川　眞
　監査 双田　忍
　御野学区環境衛生協議会会長 横田　徹
　御野学区防犯協議会会長 大和田黎子
　御野学区防火委員会会長 島村　邦彦
　下水道促進部部長 池上　福美
　花いっぱい運動部部長 分島　眞吾
　御野学区交通安全対策協議会会長 小川　信幸

３、事業報告
　⑴会議
　　①学区内

・通常総会 5月16日
・定例会    奇数月第３土
・役員会 随時

　　②学区外関係団体や機関と連携
　　　　▶岡山市連合町内会、岡山市安全・安心推進室と連携

・岡山市連合町内会総会（メルパルク） 5月25日
・岡山市連合町内会視察研修 　　11月5～6日
・岡山市連合町内会男女共同参画専門部会 　　　　　　　　　8月5日・12月11日・1月12日
・岡山市連合町内会新年会 1月7日

　　　　▶環境衛生協議会、岡山市環境衛生課と連携
・岡山地区環境衛生協議会総会（岡山市役所） 5月7日
・岡山市環境衛生大会
・秋のクリーン作戦資機材種分け・配布 8月31日
・環境衛生視察研修（オガワエコノス見学等） 10月26日
・会長は理事として、会議、研修会等に出席

　　　　▶岡山西防犯協力会、岡山西地域安全推進員協議会、岡山西警察と連携
・平成27年度全国地域安全運動出発式（西署） 10月5日
・岡山県暴力追放・銃器根絶運動推進県民大会（イオン未来ホール） 11月18日

　　　　▶防火委員会、岡山市連合防火委員会、北消防署と連携
・岡山市連合防火委員会北支部会 10月23日
・消防初出式（六番川水の公園） 1月8日
・岡山市連合防火委員会北支部会 2月23日

　⑵研修会･交流会等



・北方交番交流会 　　毎月第１金
・町内会長、副会長等研修会（岡山西消防署・防災センター等）　 6月11日
・普通救命講習会（消防御野分団主催） 11月15日
・新年互礼会（青年館） 1月9日
・岡山市町内会長等懇談会（西大寺） 2月7日
・防災研修会（北公民館と共催） 3月19日

　⑶花いっぱい運動
・街路沿いのフラワーポットに花を植え替えと管理 年4回

　⑷電子町内会推進事業
・電子町内会運営委員会 毎月第２・４金
・IT岡北ボランティアグループ会議 　　毎月第４月
・岡山市ＩＣＴ推進専門委員会 　　　　　　　　4月28日・6月3日・10日・21日
・岡山市ＩＣＴパネル展 8月24日・25日
・電子町内会の活性化を目指して講習会 　　　7月31日・10月30日

　⑸多文化共生事業 　　　　7月31日・10月30日
・国際交流七夕まつり（三軒屋ふれあい協議会と共催） 7月13日
・岡山理科大学留学生交流会 7月14日

　⑹安全・安心まちづくり事業
・会議、研修会等
　　御野学区安全・安心ネットワーク総会 7月18日
　　御野学区安全・安心ネットワーク研修会（市民協働について） 7月18日
　　岡山市安全・安心ネットワーク連絡協議会 8月27日
　　御野学区安全・安心ネットワーク研修会（精神障害者との交流） 2月20日

・区づくり事業
　　2015みのサマーフェスタ会議 　　　　　5月14日・7月2日・7月13日・7月15日
　　2015みのサマーフェスタ事前準備 7月25日
　　2015みのサマーフェスタ当日 7月26日
　　2015みのサマーフェスタ片づけ 7月27日
　　2015みのサマーフェスタ慰労会 8月4日
・御野学区パトロール隊事業
　　役員会 5月16日
　　青パト講習会実施（西署にて） 5月17日
　　総会 6月13日
　　青色回転灯装備車によるパトロール 毎週水曜日
　　毎月1回ＰＴＡと一緒に町内をパトロール 各町内会ごと
　　児童登校時見守り・声かけ運動 毎日
・岡北地区健全育成協議会事業
　　常任理事会 5月19日
　　総会 6月12日
　　御野小地区懇談会 6月13日
　　岡北中地区懇談会　 7月3日
　　岡北中グラウンドゴルフ大会 11月22日
　　「岡北育成協だより」 回覧
・高齢者見守り・声かけ事業推進（あんしんカプセル利用による） 各町内会で実施
・自主防災会設置推進 津島東町内会と北方東本町町内会で設置する。
　　岡山市自主防災会交流会

　⑺安全・安心ネットワーク事業
　　　①防犯・青少年健全育成事業

・防犯灯の設置・管理
・学区内の幼・小・中学校等の行事に参加協力
　　入学式に参加
　　　　岡山理科大学
　　　　津島保育園



　　　　岡山理科大学専門学校
　　　　岡北中学校 4月9日
　　　　御野小学校 4月10日
　　　　御野幼稚園 4月13日
　　運動会に参加　　　　　
　　　　　　御野小学校運動会 5月23日
　　　　岡北中学校 5月30日
　　　　御野幼稚園 10月10日
　　御野小学校公開授業に参加 　　　　6月27日・1月23日
　　御野小学校創立120周年記念音楽発表会に参加 11月21日
　　卒業式に参加
　　　　岡山理科大学附属高校 3月1日
　　　　岡北中学校 3月15日
　　　　御野小学校 3月17日
　　　　御野幼稚園 3月18日
　　　　岡山理科大学 3月20日
　　　　津島保育園 3月24日
　　　　順正保育園 3月25日
　　　　岡北保育園 3月26日
・体育協会スポーツ大会に参加、協力
　　　　キックベースボール大会 7月26日
　　　　ソフトバレーボール大会 9月27日
　　　　岡山市民体育大会 10月12日
　　　　グラウンドゴルフ大会 11月15日
　　　　ウォーキング大会 12月6日

　　　②防災・交通安全事業
・防火啓発ビラやポスターを配布 　　各町内会で
・交通安全のぼり旗設置 　　各町内会で
・毎月交通安全日の登下校時に子どもの交通安全を見守り 毎月10日と25日
・御野学区交通安全母の会総会 4月24日
・御野学区交通安全対策協議会総会 7月11日
・年末街頭交通指導 12月9日

　　　③環境と美化事業
・各町内会で用水や溝の清掃 　　　春・秋等
・各町内会で町内一斉清掃を実施 　　　秋
・各町内会でごみステーションの清掃・管理 　　毎回回収時
・各町内会でリサイクル資源化回収を推進 　　毎月回収時
・花いっぱい運動に協力 　　　　年4回

　　　④支え合う地域福祉事業
・各町内会でふれあい事業・高齢者いきいきサロン・子ども会等の実施
・地区社会福祉協議会の事業に参加協力

元気の出る会 年10回
総会 6月20日
在宅保健福祉事業部会 　　　毎月第3木
岡山市社協視察研修（南国市） 12月10日
赤い羽根共同募金会研修（泉学園視察） 8月6日
一人暮らし高齢者会食会 9月2日
岡山市中央地区元気の出る会交流会（福祉会館） 10月9日
岡山市いきいきサロン交流会（勤労福祉会館） 1月20日
「社協だより御野」 9月・3月全戸配布

・学区敬老会 11月1日
・子育て支援

わかたけクラブ運営委員会総会 5月17日
子育てサロン（北公民館講座） 　　　毎月第1月
子育てひろば（北公民館講座） 　　　毎月第3火

・北公民館運営に協力



北公民館運営委員会 　　　　4月29日・11月14日・2月23日
北公民館まつり実行委員会6月29日・8月8日・8月31日・10月6日・10月13日
北公民館まつり 10月24日・25日
北公民館まつり反省会 11月28日

　　 「きたこうみんかんだより」 　　　毎月回覧

　　　⑤地域での健康づくり事業
・各町内会での健康づくり（夏休みラジオ体操等） 　　
・愛育委員会の「健康だより」 　　　毎月回覧
・保健所だより「健康診断」等配布
・みの健康２１推進の会 　偶数月第３月
・岡北ふれあい元気教室（北公民館） 　　毎月第1月
・いきいきハツラツ健康講座（北公民館主催） 　　毎月第2火

　　　⑥その他
・募金活動（日赤/赤い羽根/愛の募金/ふるさとをきれいにする10円募金）
・各機関よりの配布物

　　⑻見舞金・弔慰金・退任慰労金の給付状況
　　　　　　①見舞金　　現職　　入院　一週間以上　　1万円　 （該当者なし）
　　　　　　②弔慰金　　死亡　　現職　　　5年以上　　 3万円 （該当者なし）　

 　　　　　　　　　　5年未満     1万円 （該当者なし）　
                   相談役（会長5年以上）   1万円 （該当者なし）　

            ③退任慰労金　　　現職　　3年以上で退任1万円　　 （太田静夫様・吉永正彦様）　

　　⑼その他
・消防御野出張所跡地の有効利用について要望（岡山市役所） 4月15日
・岡山理科大へ秋篠宮様の出迎え 6月11日
・ファジアーノ応援御野学区団体観戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8月23日
・三軒屋駐屯地・ふれあい推進協議会合同盆踊り　 8月5日
・百間川分流部現地説明会 10月17日
・三軒屋駐屯地創立60周年記念行事 10月18日
・岡山大学のゴミステーション管理等に関する調査依頼（10町内会に） 10月20日～
・おかやまマラソン 11月8日
・岡山市民体育大会優勝の祝勝会（青年館） 12月6日
・その他関係機関や関係諸団体に協力
・


